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2014～2015年度 

国際ロータリーテーマ ロータリーに輝きを 

国際ロータリー会長    ゲイリー C.K. ホァン 

 

第 2790地区ガバナー  宇 佐 見 透 

第 6分区ガバナー補佐  諏 訪 武 士 

東金ロータリークラブ会長 髙 橋 邦 夫 

〃      幹事 小久保 良 行 

〃   広報委員長 岡 本 秀 男 

 

 

東金ロータリークラブ 概要 

Togane RC Information 
創  立 1959年 9 月 15日 

ＲＩ承認 1959年 10月 17日 

例会日  火曜日 12:30～13:30 

例会場  東金商工会館４階 

Makeup fee \2,000 

Web： http://www.togane-rc.jp/ 

事務所 〒283-0068 

千葉県東金市東岩崎 1-5 

東金商工会議所内 

TEL 0475-52-1101(代) 

FAX 050-3730-2559 

E-mail: info@togane-rc.jp 

第 56巻第 96号 通巻第 2696号 

第 2696回 2014-15 最終例会 

2015 年（平成 27 年）6 月 30 日 

18:00 点鍾 八鶴亭 

 

 

∽∽∽ Program ∽∽∽ 

 

開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

会長挨拶 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

髙橋邦夫会長 

「手と手つないで」 

小久保良行幹事 

髙橋邦夫会長 

小久保良行事 

 

親睦委員会 

管理運営委員会 

髙橋邦夫会長 

 

懇親会  
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◆会長挨拶 

 

東金 RC 鈴木 康道 会長エレクト 

 

今日は高橋会長が所用で不在のためピンチヒッ

ターで会長代行を務めさせていただきます。 

 

次年度会長として、あれもやろうこれもやろうとい

う気持ちがたくさんあるのですが、結局親睦を重点

に置いて会員を増やすことが、今の東金ロータリー

クラブの差し迫った事情です。まず、自分が二年前

に会長を仰せつかった時に何もできなかった、忸

怩たる思い、つらい思いをしました。だから、もう一

回やりたいといったら本当にそうなってしまって、光

栄でございます。実際、その時点ではそのようには

決してならないだろうと思っていました。ひん死、救

急車を呼ばなければならない状態の東金ロータリ

ークラブが続いています。脱出できない状態、会員

の皆さんがそう思っていらっしゃると思いますが、

先日の竹田屋での炉辺会議では17～18名の出席

があり、部屋に入りきれないほどの状態でした。炉

辺会議があれだけ盛大にできたということは、集ま

って特に課題が与えられなくても、今の東金ロータ

リークラブを本音でどうしようという話が出るわけで

す。炉辺会議をやる、月に一回は夜の例会にする

などいろいろなご意見があります。 

 

次年度の世界大会は韓国です。ロータリー世界

大会のために今から整備をして、我々を迎えてくれ

ると思います。東金ロータリークラブのメンバーは

全員参加で行きたいと思います。以前大阪で行わ

れたときは 5～6 人でした。今度はもっとたくさんで

行きましょう。大きなイベントに参加して仲間意識を

高める、というのは東金ロータリークラブにとって大

事なことだと思います。いい機会だと思いますので、

本日出席の方は全員 OKですね。海を渡って他国

へ行ってみると、日本の国が見えて「これではいけ

ない」という思いをするのと同時に「このへんでいい

や」とあきらめてしまったりということが繰り返されま

す。東金ロータリークラブの今の状態、ほかの団体、

経済状態、社会状態が疲弊してしまってどうしよう

もない状態なので高望みはしません。会員の減少

を食い止めると同時に会員の拡大、という課題を迎

え、新しく入ってくださった方を退会させないよう、

今いる人がやめないように、基盤整備をして頭数を

増やして「数は力」とはいいますが、現在東金ロー

タリークラブ始まって以来の最少の人数ですから脱

出しなければなりません。 

 

ロータリークラブの人気、知名度が低いこと。倫

理の力。これはすごいことです。本当に倫理の方

の力、朝 6 時のモーニングセミナーを続けていらっ

しゃる。ほかにもボランティア活動で公衆トイレの清

掃や駅の自転車置き場の整備。仲間が仲間を呼

び、気持ちよく動いているという実績がある。それ

が倫理法人会を支えていると思うんです。それを

「ただマネをする」というわけではありませんが、積

極的に参加をしていい方向性をもって東金ロータリ

ークラブを上向きにしようと思う気持ちがございます。 

 

 

 

 

 

第２６９５回 例会の記録 ＜６月２３日＞  
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◆幹事報告 

 

小久保 良行 幹事 

 

 2015-16 年度上期会費納入のご案内をお配

りしました。文章中、2 行目「下期会費」→「上

期会費」で修正をお願いいたします。これに

つきましては、7 月 10 日に口座引き落としが

ございますのでご確認お願いします。直接の

お支払いの場合には、14 日までにお願いい

たします。 

 7 月のロータリークラブ通信をお配りしました。

第 1 回から新しい年度が始まります。30 日は

地区のインターシティー・ミーティングが横芝

光町文化会館で行われます。 

 地区より補助金を頂きました。昨年 12月に国

際奉仕プロジェクトの一つとして行われまし

た、東金国際交流協会と共催したロータリー

デーにつきまして、補助金決定額は 5 万円

です。規定では飲食には使えないので、飲

食以外の経費として使っていきたいと思いま

す。決定理由は、「貴クラブの活動は素晴ら

しく、プロジェクト推進に際してロータリアンが

率先して汗を流す活動が基本となります。よ

り多くのロータリアンの参加を促し、クラブの

活性化につながることを期待します」とのコメ

ントでした。 

 新年度、7 月 8 月と各委員会研修、セミナー

のご案内が来ております。IT 公共イメージセ

ミナーが7月27日（金）14時より行われます。

各委員会の案内が来るかと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 前回も申し上げましたが、次回 30 日（火）は

八鶴亭での移動例会になります。点鍾 18 時

です。新旧役員、委員長の引継ぎがござい

ますので、該当の方は 17 時にお越しくださ

い。 

 

◆2014-15委員会活動報告 

 
原島 和雄 社会奉仕委員長 

 

 
渋谷 章男 次年度会員増強委員長 

 

 
小久保 良行 国際交流委員長代理 

 

 
小林 信雄 米山奨学会委員長 
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サンパウロ国際大会が閉幕 

 
国際大会最終日の本会議ステージで挨拶をするラビンドラン RI 会
長エレクトご夫妻。今回の国際大会には、150を超える国や地域か
ら 14,500人が出席しました。 

 
サンパウロでのロータリー国際大会 
最終日となる 6月 9日 
 
K.R. ラビンドラン RI 会長エレクトが、7 月 1 日に
新たに導入される会員特典プログラム「ロータリー 
グローバル リワード」に関する発表を行いました。
このプログラムは、会員の満足度を高めて会員増強
につなげることを目的としています。  
 
「この革新的なプログラムによって、ロータリー会
員は世界中の数百もの企業・ビジネスから提供され
る特典を利用でき、参加企業の数は現在も増えてい
る」と話すラビンドラン会長エレクト。「ロータリア
ンが日々の生活のさまざまな場面で利用できる特典
が含まれており、利用の度に財団に寄付が送られる
特典もあります」 
 
参加企業には、レンタカー会社、ホテル、レストラン、
娯楽施設などの世界中の企業が含まれており、次年
度を通じてさらに多くの企業からの特典が加わる見
込みです。 
 
「世界へのプレゼントになろう」という 2015-16年
度のテーマを掲げたラビンドラン氏、「ロータリーネ
ットワークに参加し、ロータリアンとして活動する
ことの恩恵を得る新たな方法となる」と、この特典プ
ログラムへの期待を語りました。 

 
ホァン会長、任期終了を控えて 
 
ゲイリー C.K. ホァン RI 会長とラビンドラン会長
エレクトは、ステージで通例のクラブバナー交換を
行い、非公式なかたちで会長職の引継ぎを行いまし
た（新たな会長任期は 7月 1日に開始）。 
 
4 日間にわたってサンパウロで開催された国際大会
には、150 を超える国や地域から 14,500 人が出席
し、ホァン会長は、これらの出席者を前に感謝の気持
ちを述べました。 
 
「会長として最も意義深いと感じたのは、ロータリ
アンと話し、ロータリーのストーリーを語り合うこ
とです。面白い話があれば、簡素で平凡でも、心の奥
深くに響くようなストーリーもあります」 
 
世界中を回って訪れた奉仕プロジェクトにも触れ、
どれほど感銘を受けたかホァン会長は語りました。 
 
「プロジェクトを目の当たりにすると、私はいつも、
『もっと多くの人をロータリーに誘うことができれ
ば、どれほど多くの人びとに好ましい変化をもたら
すことができるだろう』と感じました。ただ待ってい
るだけでは変化は起きません。常に自分の限界にチ
ャレンジし、仲間と切磋琢磨することで可能性は広
がっていくのです。ときには、誰かをロータリーに誘
うことで変化が生まれることもあるでしょう」 
 
「ロータリーは私の人生を変えました。私のストー
リーを聞いて、自分も地域社会の有望な若者をロー
タリーに迎えようと感じてもらえれば幸いです。い
つの日か、私たちが手を差し伸べた人たちの中から、
未来のロータリー会長や偉大なビジネスリーダー、
市長や一国の大統領が生まれるかもしれません。ロ
ータリーでは、何だって実現可能なのですから」 
 

 

出席率  ６月 23日 
会員数 出席率 コイン BOX 

23名 100.0％ 1,780円 
 

欠席・Makeup の連絡は，前日までに（緊

急の場合は当日 10 時までに）事務局宛

に，電話・ＦＡＸ・Ｅメールにてお願いしま

す。メーキャップ先への事前連絡もお忘れ

なく。 
電話 0475-52-1101   FAX 0475-52-1105 
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